
                                     平成 29 年 5 月 17 日 

 

－1－ 

 

 

「京銀 寄付型ローン ～京都の地域創生を応援します～」の 

取り組みによる京都府への寄付について 

  京都銀行（頭取 土井 伸宏）は、昨年１１月に取り扱いを開始した「京銀寄付型ローン   

～京都の地域創生を応援します～」について、その金利収入の一部を京都府に寄付しますので 

お知らせいたします。 

本商品は、当行がお客様から受け取る金利収入の一部をお客様にご指定いただいた京都府の 

地域創生に関わる事業（子育て、社会福祉、女性活躍、文化〈産業文化〉、環境エネルギー、    

海の京都、森の京都、お茶の京都、京都・かぐや姫観光推進事業等）へ寄付するものです。当行では、

取り扱いを開始した昨年１１月から本年３月末までに１１６件、約２０億円の融資を行い、その

金利収入の一部である約１９２万円を京都府へ寄付いたします。 

当行では、今後もより一層地方創生と地域経済の活性化に貢献できるよう努めてまいります。 

記

１．寄付について 

（１）寄 付 先 

京 都 府（子育て、社会福祉、女性活躍、文化（産業文化）、環境エネルギー、海の京都、 

森の京都、お茶の京都、京都・かぐや姫観光推進事業等の事業） 

（２）寄付金額 

総額 １，９２３，５５０円 

２．取り組みいただいたお客様について（公表を希望いただいたお客様のみ） 

 (50音順・敬称略) 

青田畜産 株式会社（代表者：青田 元輔） 浅田製作所株式会社（代表者：浅田 一二） 

株式会社 石寅（代表者：佐藤 幸男） 石山 重徳 

株式会社 韋城製作所（代表者：山本 正） イーペック株式会社（代表者：福永 忠裕） 

有限会社 インターロック（代表者：山本 純） インフォニック株式会社（代表者：菊地 宏） 

株式会社 上田ファスナーエンジニアリング 
（代表者：上田 裕三） 

株式会社 うさぎや薬局（代表者：藤本 和子） 
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大西 𠮷文 株式会社 オガワ（代表者：小川 博成） 

株式会社 オーク（代表者：奥村 香理） 小谷染工株式会社（代表者：小谷 正夫） 

株式会社 Ｏｎ（代表者：中村 芳進） 有限会社 加島（代表者：綾部 富男） 

亀井綜絖株式会社（代表者：亀井 剛） 亀屋良長株式会社（代表者：𠮷村 良和） 

株式会社 ガモウ関西（代表者：藤本 圭哉） 有限会社 川浪鉄工所（代表者：川浪 将義） 

共栄工業株式会社（代表者： 田 敏行） 京都インターナショナル株式会社（代表者：平井 幹人） 

株式会社 キョーエ（代表者：市原 博） 株式会社 國島屋（代表者：國島 裕介） 

株式会社 京応（代表者：加藤 弘幸） 株式会社 研修社（代表者：佐藤 崇光） 

コトブキ工業株式会社（代表者：松尾 寿幸） 小原 忠男 

齋藤 大輔 相根 正人 

三共精機株式会社（代表者：石川 武） 三共テクノ株式会社（代表者：外園 秀幸） 

株式会社 三友住建（代表者：竹下 晋平） 塩見測量設計株式会社（代表者：塩見 幸雄） 

敷島住宅株式会社（代表者：川島 永好） 株式会社 新映社（代表者：谷利 繁則） 

株式会社 神西通信（代表者：阪田 哲一） 株式会社 ストリーム（代表者：小川 明人） 

株式会社 セイキ製作所（代表者：兼田 賢治） 株式会社 セイコーカンキ（代表者：馬場 幸正） 

株式会社 ゼンマシ（代表者：柳原 昇） 大一工業株式会社（代表者：勝眞 正行） 

株式会社 大栄製作所（代表者：𠮷岡 恵） 株式会社 大幸造園（代表者：石岡 寛一） 

大成被服工業株式会社（代表者：髙橋 英司） 株式会社 竹井（代表者：竹井 光一） 

有限会社 田仲鉄工（代表者：田仲 久男） 谷 則男 

デザイン・アート株式会社（代表者：竹中 尚志） 寺尾商事株式会社（代表者：寺尾 純） 

徳田印刷株式会社（代表者：徳田 博一） 
特定非営利活動法人 トラストダンク 

（代表者：椋田 享芳） 

長田工業株式会社（代表者：長田 利慶） 中西 章一 

株式会社 パシフィックウエーブ（代表者：田中 啓介） 株式会社 花工房（代表者：辻井 季生） 

株式会社 花満技建（代表者：花満 祥文） 春田 健一 

株式会社 万感（代表者：栗山 剛） ひかり司法書士法人（代表者：上田 茂） 

有限会社 ビーブロックス（代表者：岡本 誠） 廣瀬 源太郎 

福井乳業株式会社（代表者：福井 雄一） 株式会社 福知山アークホテル（代表者：芦田 敦嗣） 

福知山電気株式会社（代表者：西村 洋子） 伏見倉庫株式会社（代表者：山本 章雄） 

株式会社 冨美家（代表者：藤田 富美子） 株式会社 フロンケミカル（代表者：片山 利孝） 

平和住宅建設株式会社（代表者：髙木 健次） 有限会社 ホソミ（代表者：細見 研一郎） 

有限会社 舞鶴鉄工所（代表者：髙橋 惟伸） マルミフーズ株式会社（代表者：宮田 誠） 

株式会社 ミキ興産（代表者：吉永 達哉） 株式会社 ミナミ光工務店（代表者：南 秋光） 
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株式会社 都建設（代表者：新井 孝廣） 株式会社 美也古商会（代表者：平田 克則） 

株式会社 ミヤコ木工製作所（代表者：中村 利一） 株式会社 宮崎化学（代表者：宮﨑 克茂） 

有限会社 三好鉄工所（代表者：三好 隆生） モンドフィル株式会社（代表者：濱中 靖二郎） 

株式会社 宿力（代表者：佐伯 尚志） 柳本 宗義 

株式会社 山口忠兵衛商店（代表者：山口 忠洋） 株式会社 山城運送（代表者：伊庭 孝明） 

ヤマト株式会社（代表者：山本 毅雄） 株式会社 山本自動車（代表者：山本 圭吾） 

吉澤 直行 株式会社 ヨシダ広告（代表者：𠮷田 泰彦） 

有限会社 よしや楽器（代表者：田中 修） 株式会社 ヨネダ（代表者：米田 洋一） 

株式会社 ルーツゴルフ（代表者：平野 俊雄） 株式会社 和弘商會（代表者：伊藤 邦武） 

 

 

＜ご参考＞ 

「京銀寄付型ローン～京都の地域創生を応援します～」商品概要 

取扱期間 平成２８年１１月２２日（火）～ 平成３０年３月３０日（金）ご融資分まで 

対象となるお客様 法人・個人事業主のお客様 

取 扱 店 全 店（出張所およびネットダイレクト支店、振込専用支店を除く） 

内  容 

本商品から得られる金利収入の一部を、京都府の地域創生に関わる事業へ寄付します。 

 

 

 

 

 

 

 

寄 付 者 京都銀行 

寄付対象 

京都府 

※京都府の地域創生に関する複数の事業の中からお取引先に選択いただきます。 

【例】子育て、社会福祉、女性活躍、文化（産業文化）、環境・エネルギー、 

海の京都、森の京都、お茶の京都 等 

資金使途 運転資金・設備資金 

融資期間 １年超 １０年以内 

融資形式 証書貸付 

融資利率 固定金利 

融資金額 ２億円以内 

返済方法 元金均等毎月返済 

保証人・担保 お申込内容により保証人・担保が必要となる場合がございます。 

以   上 

⑤京都銀行より 
取扱期間分を 
まとめて 
京都府へ寄付 

京都府 

＜例＞ 
子育て、社会福祉、 
女性活躍、文化（産業 
文化）、環境・エネルギー、
海の京都、森の京都、 
お茶の京都 等 

①融資申込 

④ご融資

 
 

京都銀行 

②審査 

③お取引先より 
 寄付に関する 
確認書の受領 

お取引先 
法人・個人事業主 

⑥プレスリリース 


